
 

【会長挨拶】 小林秋生 会長 
 
今日は、上半期最後の例会となりました。本日

のプログラムは役員、理事の皆さんによる、上半

期の回顧を発表していただくことになっておりまし

たが、私の希望で、プログラム委員会にお願いを

して、急きょクラブ協議会に変更していただくこと

になりました。理由は全く会長としての一存であり

ますが、その必要を感じたからであります。テーマ

は、今後の我ロータリークラブの在り方について

皆さんで考えて見たいと感じました。従いまして、

半期の回顧については、担当役員さんの原稿を

週報に載せることで発表とさせて戴きます。 

さて、昨今ロータリーでは、クラブ運営において

会員増強の困難さが問題になっております。地区

協議会や地区大会など地区の大きな意見場所に

おいても、この問題が言われない事はありません。

我クラブにおいても例外ではなく、大きな問題とし

て、その影響を余儀なく抱える事になりました。ロ

ータリーは奉仕の団体であることをアピールして

おりますが、先ずはクラブ内部での親睦の奉仕、

即ち会員相互の奉仕の志しがあってこそ、存在の

意義があると思います。 

私は 7月に会長に就いてから、今期はその意

味で親睦が第一と申し上げて参りました。ご家族

と一緒に納涼の夕べ、家族親睦旅行、そしてクリ

スマス例会と大変盛況に親睦の催しが開催され

ましたこと、嬉しく思っております。私はロータリー

に参加させて戴いてから早10年目となります。入

会当時の頃とくらべて考えて見るのですが、今は、

会員各々の考えの中に、少し隙間を感じてしまう

のです。昔と時代が違ってきているし、ロータリー

全体が曲り角になっているとの意見を聞くこともあ

ります。 

今日は、我ロータリークラブの今後について、

皆さんそれぞれがどのように考えておられるか。

忌憚のないご意見を聞かせて戴き、クラブの雰囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気が建設的で前進的に盛り上がることを願いた

いと思います。本日は私の一存のプログラム変更

になったことをお詫びし、また大変な内容のお話

になってしまいましたが、以上ご挨拶と致します。 

 

【幹事報告】  清水良英 幹事 

 

1．ＲＩ日本事務局よりﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ変更について 

1月より１ドル＝１０２円（現行１００円）に

変更 

 

2．例会変更 

  佐久コスモスＲＣ   

1月6日（月）新春例会の為  

定刻受付あり 

   1月13日（月）法定休日の為休会 

定刻受付なし 

 

3．週報 

  南佐久、上田、上田東ＲＣ 

 

・当クラブ、12月31日（火）定款による休会 

 

本日の配布物 

 週報1212号、理事会報告、 

ＩＭ・会員セミナー案内 

 

◆ラッキー賞   
 
 NO．３  小林 秋生 君 

 

◆ニコBOX   依田晋一郎 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆点鐘 小林 秋生 会長 

◆SAA 青松 英和 委員 

◆ｿﾝｸﾞ それでこそロータリー 

 

小林秋生君 

皆さん、来年も良い年であります

ように祈念申しあげます。至らぬ

会長でありますが、来年もよろし

くお願いします。 

清水良英君 

半年間ご協力ありがとうございま

した。引き続き後半もヨロシクお

願いします。 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町1-2-12エイワンビル2階 

       TEL 0267-23-8125 ＦＡＸ 0267-23-2788 

2013-2014役員 

◆会 長 / 小林 秋生    ◆副 会 長 / 渡辺 文夫 

◆幹 事 / 清水 良英    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 矢島 栄一 

NO.1213平成25年12月24日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本日のプログラム】   クラブ協議会 （会長主催）    

 

【司会】 小林秋生会長      ※ プログラムの挨拶の内容は本会報冒頭の挨拶にかえさせて頂きます。     

 

                      本プログラムにおいて、「次年度会長エレクト選定」にあたってのアンケート 

を実施をいたしました。

 

 

 

 

 

 

 

【上半期を顧みて】       

  

 １．渡辺文夫副会長 
 
  就任当初はボケ防止のためにやればよいと無

責任のことを言われて就任しましたが早いもので

六か月が経過致しました。当クラブは少人数です

ので運営に当たっては兼務が多い割には順調に

運んでいるなと思っております。半年間勉強させて

頂きましたが来期どのように運営できるのか内心

心配しております。 特に親睦委員長の依田さん、

プログラム委員長の橋詰さんのご苦労がよくよく

解りますし、また事務局の掛川さんの行き届いた

ご配慮に助けられて今日に及んでおります。 残り

の半年を一生懸命に自分なりに勉強して迷惑を掛

けないよう願って居ります。今後ともよろしくご指導

の程お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 清水良英幹事 
 
 幹事の役割は、会長を補佐し、クラブの効果的

な運営を支えることです。はたしてこの半年、クラ

ブ経験の浅い私がその役割を全うできているのか

どうか正直わかりませんが、会長はじめ会員のみ

なさま、事務局の掛川さんのご指導をいただきま

して、一部宿題を残してはいますがこの半年、大

過なくクラブ運営ができましたことに心から感謝申

し上げます。 

引き続き下期もよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

渡辺文夫君 

半年間、ご協力ありがとうござい

ました。今後ともよろしくお願いし

ます。 

青松英和君 本年もお世話になりました。 

前田博志君 
会長、幹事、上半期ご苦労様で

した。 

【出席報告】  黒田 説成 委員 

 

 会員数 出席 M・U 欠席 出席率 

本 日  12月24日 25 23 事前0名 2 90.91％ 

前々回  12月10日 25 20 事後0名 5 77.27％ 

小池平一郎君 

会長、幹事半年間ご苦労様でし

た。依田委員長半年間ご苦労様

でした。今日は遅刻致しました。

今年もあと一週間！ 

中河邦忠君 
早退のお詫びに入れさせて頂き

ます。 

次週のプログラム：定款による休会 

次々週のプログラム：新年抱負・年男決意表明、会長・副会長・幹事 
 



３．クラブ広報・情報委員会 

矢島栄一委員長  

【広報活動】 

この半年間でやってきた主なことは、週報の自

主製作ということでした。今までは、内容だけを取

りまとめて製作は外注にお願いしていましたが、

諸事情から製作も自分たちでやるということになり

ました。従来のフォームを参考に、とりあえずはＨ

Ｐに掲載できる形にしようにということで始めました

が、今のところ最低条件はクリアされているのでは

と感じています。今後は週報製作に委員会の負担

がもう少し軽減されるよう工夫して参りたいと考え

ています。 

【情報活動】 

会員向けの情報提供活動について、週報上に

卓話の記録を残すことに苦労しています。ただ、

出席できなかった会員の皆さん、近隣のロータリ

ークラブの皆さんに知っていただきたいような卓話

が多くありますので、引続き努力していきたいと思

います。 

どうか皆様のさらなるご協力をお願いいたします。 

 

４．クラブ運営委員会 

               依田晋一郎委員長 
 
13～14年度の前半を顧みて、種々の事業計画

の大半を終了したことについて唯々会員、委員会

の皆様のご協力に感謝するのみであります。 

 この半期の間に重要な親睦行事をすべて終了し

ましたことは、忙しいの一言でありました。 

 まず第一番目は、納涼夜間例会でした。親睦行

事にあまり経験のない私でしたが、委員会の皆様

の経験豊富なご意見をもとに野天での雨を心配し

ながら一応の野外パーティーを終了できました。ま

た合同例会や合同ゴルフ大会も例年通り消化し、

次の大きなイベント京都への紅葉散策の旅は、最

高の時期を選んで決行し予定より少ない人数なが

ら楽しい旅行が出来ました。 

そして最大のイベント、クリスマス夜間例会も会

場を音羽に設定し、プレゼントを如何にするかが

ポイントでありましたが、小諸市外の有名な商品を

家族の皆様に送ることが出来たことで、満足のい

くクリスマス会であったと納得しております。 

委員会の会員は 10名様いるわけですが、なか

なか全体会議を持つことができず委員の皆様にお

詫び申し上げます。しかし、委員会では行事ごとに

担当を決めて実行してもらうという方法で進めて来

ましたが、いわゆる少数精鋭で合理的な運営がで

き、利点も多かったのではと感じております。 

 

 

 

 

 

５．ロータリー財団・米山記念奨学会委員会 

                    黒田説成委員長 
 
 年次プログラム基金寄付額達成、ロータリーカー

ド新規加入等についてのお願いも空しく終わって

しまった。 

 米山月間に際しては、プログラム委員会の協力

のもと、奨学生の白柳欄さんの卓話をお願いした

のが、せめてもの活動であった。 

 

６．奉仕プロジェクト委員会     

 清水泰男委員長 
 

小諸浅間口-タリ-クラブとして 

 (1) 9月3日（火） 職泰仕月間によせて  

地区青少年奉仕委員長佐久コスモスRC会

員 柳沢光臣氏による卓話 

 (2) 9月 24日（火） 環境保全の一環として飯

綱山公園の整備に汗を流して頂きました。 

 (3) 11月12日（火） 職場例会で掛川会員のご

協力により、東御市加沢「ツルヤ東御共配

セン夕-」を見学  

地区では 

 (1) 9月 21日（土） インターアクト地区大会  

松本大学にて 

 (2) 9月28日（土）、29日（日） R Y L A  

 （諏訪市）ホテル紅屋にて 

 (3) 11月30日（土） 地区職業奉仕セミナー  

ホテル岡谷にて 

(上記はいずれも参加は出来ず、登録料のみ) 

 以上ですが、下期には飯綱山公園の整備をもう

一度計画しておりますし、 ここ数年該当者のいな

かった「職業奉仕賞」の選定と表彰もありますので、 

今のうちから候補者を探しておいてください。 

 これからもご協力よろしくお願い致します。 

 

７．出席・プログラム委員会 

              橋詰希望委員長 

［出席］ 

上期出席率（％） 

7月 8月 9月 10月 11月 

85.95% 92.75% 92.75% 91.44% 86.14% 

※例年に比べ出席率が少し低いです。 

メイクアップをして下期は向上させましょう。 

 

［プログラム］ 

下期につきましても皆様方のご協力をお願いいた

します。 

 

  
 


